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「芋の苗植え」
五月の終わり、西大寺の結びの杜では有料老人ホーム、グループホーム、デイサービスの利用者と
地域の子供たちとお母さん、厚生専門学院の学生たちと共に300本のさつま芋の苗を植えました。
苗を見て「懐かしいわぁ」「昔はなぁ、このツルを食べとったんよ。」「秋にはどんだけ出来るかなぁ」
いろんな会話が飛び交いながらワイワイ楽しみました。	
	 結びの杜ホーム　　安　達　悦　子
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　平成 22 年 3 月 4 日　岡山県総合福祉会館　大研
修室にて通常総会が開催され出席者 101 名、委任
状 709 名の参加があり、平成 22 年度事業計画案、
収支予算案について審議され原案通り承認されま
した。

　一般公開講座では、150 名を超える参加がありました。
　講師は、「日本緩和医療学会」に所属し、岡山でも「野の花プロジェクト」の活動を通して緩和ケ
アに取り組んでおられる、松岡　順治先生を迎えて貴重な講演をいただきました。

　『あなたは、癌になることを考えた事がありますか？』という問いか
けから始まり、医療的なデータや緩和ケアの現場の様子のお話を頂きま
した。
　高齢化と癌緩和医療は密接な関係にあり、「一人の患者のQOLを考え
る」為には、「その人の日常の生活行動があってこそ医療・医学が効果
的に作用する」と強く訴えられていました。
　本人、家族含め生きがいを感じられる在宅での生活を支える為には、
他職種の協力体制が必要不可欠であり、介護の力の存在が大きいと話さ
れました。介護福祉士の専門性や知識を期待される分野の広さを改めて
考えさせられました。

『緩和ケアの最前線』〜家族のそばで、自分らしく〜
講師：岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 緩和医療学　教授・医学博士　松岡 順治 氏

一般公開講座

社団法人 岡山県介護福祉士会

平 成 2 1 年 度 通 常 総 会

講師　松岡 順治氏
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医療法人 福嶋医院

短期入所生活介護 いるかのお宿

平成平成2222年年88月月11日開所予定日開所予定
〒714-0101 岡山県浅口市寄島町16089-25

TEL:０８６５－５４－２２３３
FAX:０８６５－５４－２２３７ 担当：田中

基本理念：「皆に優しく、共に楽しく」

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護ユニット型２０室

福嶋医院
介護老人保健施設
いるかの家リハビリテーションセンター

ドルフィン訪問看護ステーション
ドルフィンホームヘルパーステーション
居宅介護支援事業所 いるか
グループホーム いるかの家
生活支援センター いるかの家
ドルフィンデイサービスセンター
学校法人福嶋学園
専門学校 福嶋リハビリテーション学院

居室 居室前廊下
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　平成 22 年度通常総会が 5
月 22 日（土）に岡山国際
交流センターレセプション
ホールを会場に開催されま
した。出席者 84 名、委任
状 542 名のもと議案「平成
21 年度事業報告及び収支決
算の件」「平成 22 年度社団
法人岡山県介護福祉士会役
員信任投票」の経過報告が
ありました。いずれも原案
通り承認されました。
　総会終了後、現在上海万

博でも展示されている身体機能に障害を持つ方に役立つ「ロボットスーツ」のデモンストレーショ
ンがありました。最新の技術に目を見張り、介護現場での活用が期待されます。

社団法人 岡山県介護福祉士会

平 成 2 2 年 度 通 常 総 会
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　一般公開講座では 153 名の参加があり、NPO法人たすけあい「夢創庵」代表の田中久江先生の「笑

いと健康のエクササイズ」と題してのエネルギッシュな講演がありました。「笑い」が脳を刺激し、

認知症予防に効果的である事をご自分の体験から得られたものからと生理的な面からとお話し下さ

いました。実技も組み込まれ、会場は終始笑いが絶えず和やかな雰囲気に包まれていました。

雑誌を切って、画用紙に貼りコラージュ作り、最後はグループみんなの作品を合わせ完成！

『笑いと健康のエクササイズ』
講師：NPO法人たすけあい・夢創庵代表 （前広島国際大学保健医療学部 看護学科助教授）田中 久江 氏

一般公開講座
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　講師、山海嘉之氏は岡
山県出身という事もあっ
て、とても親近感がわき、
楽しい講義になりました。
ロボットスーツと聞き、
ロボットが高齢者を介護
する…と思っていました

が、『操作して動く』のではなく、『動かしたいという
意思』のままに、“ロボットスーツHAL”が動きサポー
トしてくれる、そして脚力の弱い方（寝たきり状態だっ
た方）でもリズムよく、思い通りの歩行動作を行うこ
とができると聞き驚きました。また、介護現場で職員
が装着して利用できるものも開発中とのことで、それ
を利用すれば、体重のある方の介護も軽く行うことが
できるので、早く実用化して欲しいと思いました。

　『薬の飲み合わせ、
飲み忘れ、飲み方、
塗り方、貼り方など、
現場で手慣れた方法
で行っているが見落
としてはならない事
が日々起こりうる』

　『飲みにくいからといって、噛み砕いたり、粉状に
して服用してはならない』
　今まで自分がしていた手法を思い返しながら聞き、
薬と高齢者と注意して関わり、薬剤師との連携で安心
して服用できるよう支援していきたいと思いました。
　『薬はその特性に合わせた形に作られている』…改
めて考えさせられる講義でした。

午前の部　10：00 〜 12：30
未来の介護への提案　　〜ロボットスーツのある時代へ〜
講師：CYBERDYNE㈱　代表取締役社長� 山海　嘉之 氏

午後の部　13：30 〜 15：30

〜高齢者の方へくすりを正しく飲んでいただくために〜
講師：岡山県薬剤師会�介護保険関係�特別委員会�委員� 大西　順子 氏

一　般　研　修　会　報　告
平成 22 年 5月 8日（土）10：00 〜 15：30　岡山県総合福祉会館 4F大研修室にて一般研修を開催
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　「尊厳を支えるケア」の実践を図っていくため、専門職としての介護福祉士に必要な職業倫理の構
築とチームケアの発想や展開、さらには小チームリーダーに求められるリーダーシップのあり方等
を学んでいくことを目的に、一定の経験を有する介護福祉士を対象とした「ファーストステップ研修」
を実施しています。

　　参加者の方にインタビューをしてみました。

ファーストステップ研修会今年度も始まる

介護福祉
士の資格

を取得

して10年
たった。施

設も変

わり、考え
させられる

ことも多

かった。自
分を振り

返り頑張

ろうと思い
参加した

。

モチベーションが
下がらないように
参加しました。

■平成22年度ファーストステップ研修　日程表（予定）
個別ケア領域
第１日目 平成 22年 5月15日（土） 利用者の全人生、尊厳の実践的理解と展開
第２日目 平成 22年 6月 2日（水） 介護職の倫理と実践的理解と展開
第３日目 平成 22年 6月19日（土） コミュニケーション技術の応用的な展開
第４日目 平成 22年 7月 7日（水）

ケア場面での気づきと助言
第５日目 平成 22年 7月24日（土）

チームケア連携
第６日目 平成 22年 8月 4日（水） 職種間連携の実践的展開
第７日目 平成 22年 8月21日（土） 家族や地域の支援力の活用と強化
第８日目 平成 22年 9月 1日（水） 観察・記録の的確性とチームケアへの展開

チームの運営管理基礎
第９日目 平成 22年 9月18日（土） チームのまとめ役としてのリーダーシップ
第10日目 平成 22年 10月 6日（水） セーフティマネジメント
第11日目 平成 22年 10月23日（土） 問題解決のための思考法
第12日目 平成 22年 11月 3日（水） 介護職の健康・ストレス管理
第13日目 平成 22年 11月27日（土） 自職場の分析
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岡山県選出・正会員以外の全ての理事予定者は、本年 5 月の
平成 22 年度通常総会において承認を受け、正式理事に就任した。

＜岡山県選出理事選挙について＞
　定数 13 名に対し 11 名の立候補があり、全員について資格を審査した結果、立候補条件を満たしていることが確
認された。また残り 2名は、各ブロックより 2名の推薦があり、上記と同様に資格を審査した結果、立候補条件を
満たしていることが確認された。立候補者が選出人数と同数であるため、社団法人岡山県介護福祉会選挙管理細則
第 11 条により、全員を無投票当選とし理事予定者と決定した。
　正副会長は「役職者の互選規定」に基づき、立候補者が選出人数と同数であるため、細則役員互選手続き -1 役員
者（会長及び副会長）互選にかかる諸手続き第 5条により、無投票で会長内定者とした。次に会長内定者が 3名の
副会長内定者を理事予定者より指名し、総会において承認を受けた。

平成 22 年度社団法人岡山県介護福祉士会　理事名簿

※補足
　正会員以外の理事（外部理事）予定者 6名は、規程に基づき今年度の理事会において選出された。
　岡山県選出・正会員以外の全ての理事予定者は、本年 5月の平成 22 年度通常総会において承認を受け、正式理事
に就任した。

社団法人岡山県介護福祉士会
選挙管理委員会の報告

役職  会員名 所属（職場）名
1 会　長 神寳　誠子 川崎祐宣記念総合在宅支援センター　所長
2 副会長 田中美保子 特別養護老人ホーム　ますみ荘　訪問介護サービス提供責任者
3 副会長 田渕美野里 株式会社サンキウエルビィー津山センター　センター長
4 副会長 湯川美帆子 居宅介護支援事業所	イーエスサウスヒルズ　管理者
5 理　事 齋藤七七重 障害者支援施設　竜ノ口寮　介護主幹
6 理　事 安達　悦子 有料老人ホーム	結びの杜ホーム　所長心得
7 理　事 荻野　明弘 特別養護老人ホーム　みゆき園　介護福祉士
8 理　事 草加　昭子 社団法人岡山県介護福祉士会　事務局長
9 理　事 大森　玉恵 老人保健施設　エスペランスわけ　介護主任
10 理　事 佐藤ひづる 介護付有料老人ホーム　えんじゅ王子　介護福祉士
11 理　事 中井　　愛 グループホーム　やすらぎ荘　介護主任
12 理　事 林　　和美 新見市社会福祉協議会　地域福祉専門員
13 理　事 近藤美保子 特別養護老人ホーム　檜山荘　介護福祉士
14 理　事 筒井　惠子 岡山県老人福祉施設協議会　会長　　特別養護老人ホーム愛光苑　施設長
15 理　事 堀部　　徹 岡山県介護支援専門員協会会長　　老人保健施設エスペランスわけ　施設長代理
16 理　事 刈谷　哲博 社団法人岡山県社会福祉士会　会長
17 理　事 福嶋　啓祐 岡山県老人保健施設協会　会長　　医療法人福嶋医院　理事長、院長		
18 理　事 香川幸次郎 岡山県立大学　保健福祉学部　教授
19 理　事 松本　好生 旭川荘厚生専門学院　施設長代理
20 監		事 田中真希子 介護老人保健施設		福寿荘　介護福祉士
21 監		事 田中　一宏 田中会計税務事務所　所長

出　展　案　内
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平成22年度研修予定
日　　　程 研　　　　修 研　修　内　容

7月 3日　　　　　済 一般研修 〝必察〟認知症ケア

　〜ヘルプマンが岡山にやってくる

　　『その人らしさ』さがしにワクワク・ドキドキ〜

7月 7・24日 ファーストステップ研修会④⑤ 研修科目は要綱・プログラム参照

7月16日 介護支援専門員受験対策研修会① 研修科目は要綱・プログラム参照

8月 1日 介護支援専門員受験対策研修会② 研修科目は要綱・プログラム参照

8月 4・21日 ファーストステップ研修会⑥⑦ 研修科目は要綱・プログラム参照

9月 1・18日 ファーストステップ研修会⑧⑨ 研修科目は要綱・プログラム参照

9月 4日 一般研修 口腔ケアのQ&A（歯科衛生士との連携）
介護ロボット　デモンストレーション
脳卒中患者のポジショニング
　〜ベット姿勢と車椅子座位〜

9月11・12・25・26日 介護実習指導者特別研修（津山会場）

9月20日 介護支援専門員全国模擬試験

9 月26日 介護支援専門員受験対策研修会③

10月 2・ 3・16・17日 介護実習指導者特別研修（岡山会場）

10月 6・23日 ファーストステップ研修会⑩⑪

10月18日 中堅職員研修 【社会福祉関係】
みんなの安心･自分の安心
　〜自己決定・自己責任とは〜
　　　　　　　　『成年後見制度の理解』
〝連携とは〟　　
　〜あなたの立ち位置、私の立ち位置
　　　　　　　　勘違いしていませんか〜

11月 3・27日 ファーストステップ研修会⑫⑬

12月 5日 介護福祉士全国統一模擬試験

12月18日 介護福祉士実技試験講習会

12月19日 第８回介護実践研究発表会

平成23年 3月 通常総会・一般公開講座
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日　　時　　第 1日目　平成22年 8 月21日（土）12：45〜17：40
　　　　　　第 2日目　平成22年 8 月22日（日） 9：00〜12：00

会　　場　　高新RKCホール
　　　　　　（高知新聞放送会館内／高知市本町 3丁目2-15　電話088-825-4321）

参加対象　　（１）各県介護福祉士会会員
　　　　　　（２）会員以外の関係者
　　　　　　（３）介護福祉士養成学校などの教職員及び学生

定　　員　　300名（定員に達し次第、締め切らせていただきます）

参 加 費　　（１）会　員	 3,000円
　　　　　　（２）会員外	 10,000円
　　　　　　（３）学　生	 1,000円

　　平成22年度　社団法人日本介護福祉士会

第16回　中国・四国ブロック研修会
　　　　　　　　　　　メインテーマ「求められる介護福祉士とは？」
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テ ー マ　「福祉と医療の連携　私たちは何ができて、何ができないのか」
　　　　　　　〜介護福祉士の現状を、どげんかせんといかん！！〜

期　　日　平成22年12月10日（金）〜11日（土）

会　　場　ワールドコンベンションセンター　サミット
　　　　　　宮崎県宮崎市山崎町浜山　　TEL（0985）21-1111

参加定員　1,000名

参加対象　・社団法人日本介護福祉士会会員
　　　　　・福祉・保健・医療関係者
　　　　　・社会福祉協議会、行政機関等の役職員
　　　　　・介護福祉士養成校、福祉関係の学生および教職員
　　　　　・その他一般

参 加 費　　会　員	 3,000円
　　　　　　一　般	 10,000円
　　　　　　学　生	 1,000円

社団法人日本介護福祉士会　第17回　全国大会 in みやざき
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  ☆お知らせ☆　〜11月11日は介護の日〜

　介護フェアー開催（予定）
☆日　時：平成22年11月7日（日）
　　　　　13：00〜14：00　養成校イベント
　　　　　14：00〜16：00　シンポジウム

☆会　場：岡山県総合福祉会館１階大ホール
　　　　　（岡山市北区石関町2-1）

☆参加費：無料

☆目　的　 日々介護に関わる人口が増加していく中、介護サービス利用者は安心して暮らせるように、
介護従事者は元気に明るく介護ができるように、介護を学ぶ学生は介護サービスが魅力あ
ふれる仕事となるよう、そしてまだ介護に関わっていない多くの方々に介護を身近なもの
としてとらえて頂けるよう、それぞれの立場から介護を考える日として、イベントを開催
いたします。
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日　時：平成22年12月19日（日）

会　場：中国学園大学　中国短期大学
　　　　　岡山市北区庭瀬83番地　
　　　　　TEL：086-293-1100

参加費：会　員	 2,000円
　　　　学　生	 1,000円
　　　　一　般	 5,000円

※詳細につきましては後日要綱にて
　お知らせいたします。

　　　平成22年度（第８回）社団法人岡山県介護福祉士会

介護実践研究発表会開催！

あなたの意見が発表会を変えます！

☆パネルディスカッションのテーマ募集☆

取り上げてもらいたいテーマを募集しております。
応募については、事務局までFAX・メール・
郵送にてお知らせ下さい。

発表者募集！原稿募集要綱をご覧下さい



平成 22年 7月（16）らしんばん



平成 22年 7月 らしんばん（17）



平成 22年 7月（18）らしんばん

会員の皆様が『日頃、頑張っている声を聞きたい』と思い作ったコーナーです。
ポエム・川柳・写真・漫画・質問などお寄せいただければと思います。
また、かかわりの中で学ぶこともお年よりは知恵袋なので沢山ありますね。
今回は、広報委員会の職場の方から「ポエムと川柳と写真」を頂きましたので紹介します。

【ポエム】
「ちよっと、鍬持ってきて…」と起き上がる
どうしたの？
「これから牛蒡を蒔くん。みんな呼んで来て一人じゃ大変じゃから･･･」
今は夜中だけど、何を用意するの？
「溝を掘って、しっかり肥を入れんといけんよ。」
分かったよ。いつごろ蒔くの？
「三月中には蒔かんとなぁ。肥はしばもええけどなぁ」
そんなら、私らで用意させてもらうよ。明日、明るくなってしような。
「ほんなら、頼むよ。寝るわ。」安心して休まれた。
そんなやり取り…祖父の事を思い出す。
共に寄り添い、知らないことを教えてもらいながら出来る夜勤は幸せです。
� （真庭地区　M）

　休日には四季折々の被写体を求めて
出掛けるのが楽しみです。紫陽花の花
が重なってハート型に見えました。�
� （岡山地区　M）

【川　柳】
・「ありがとう」　言葉一つで　がんばれる（倉敷地区　M）
・あなたとの　関わり全て　宝物（倉敷地区　N）
・人にふれ　得られる学びに　終わりなし（倉敷地区　N）
・「介護職」　一緒に生きがい　見つけましょう（倉敷地区　Y）

編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――
　今度、発行以来はじめて広告依頼をしたところ、多くの皆様からの賛同とご
支援を頂くことができました。会員一同の最大の励みになります。ありがとう
ございました。
　今後、皆様に更に喜んで頂ける広報誌を目指し頑張ってまいります。
　尚、今回の号で編集担当が交替となります。３年間お世話になりました。（A）

安達　悦子� 柿原　圭子

田村　嘉章� 花田　智美

荻野　明弘� 藤井　奈穂

池田　光裕� 中山富士子

岡田　　修� 古市　寛子

岡山県介護福祉士会
広報委員会

編 集 担 当

みんなの広場
ほっとステーション

投稿先は事務局まで


